
may 15′ 2002  Aoyam● 0:kos Nomos No.5

′
ロ
ト
日

ム

Ｊ

Ｊ

Ｊ

♂
囁
員

Υ
ｌ

島
訂
嘔
ニ

′
―
―
１１１
Ｆ

「 経 済 活 動 が つ く り 出 し た も の 、見 失 っ た も の 」…生命・幸福追求 と社会保障‥・

(2001.12.5幹 事会での講演要旨 ) 経済学部  ガ韓:司熙ミう七 教授

1 2001年 夏にわけるいくつか

の日本や世界での社会 。政治問

題 (新 宿 雑 居 ビル火 災 、

`千1病、 アメリカにおける同||キ 多

発テロなど)を みると、これら

は全て 1比 の中のおおもとである

経済問題をめぐるものである

即ち、 ‐ノ、 ‐人の生命よりも経

済的競争による1券 利を重視 した

結果rliじ てきた問題といえよう

ここに生命追求と経済活動の予

盾が露呈してきたのである 換本間照光教授―略歴

る。    言すれば、経済活動によって111948年  北海道に生ま

1971年 小樽商科大学卒業     命維持の il台 ・基盤を支えて tヽ

北[冤!Tり
場

露ξ璽:事二1許

授を経て
くこと

1訳 言210暫 れ社会保障論)の 脅成 )

(担 当科目

日本保険学会 いるのである所属学会 社会政策学会、

賀川豊彦学会(理事)    ]。 そこで、人間の真の豊かさ
主要研究書

     衡』     を示す li葉「福祉」について語源『社会科学としての保険言
      的に考えてみ よう 英語では汐文社、1983年 。

『保険の社会学―医療、くらし、原発、  Wellareと tヽ tヽ 、fareが wellで あ
戦争―J動草書房、1992年 。     ることを示 している 「食物が豊

『団体定期保険と企業社
す
J     

富であること」や「料金が適正」日本経済評論社、1997年 。
      でぁることが身近な例としては

‐般的な意味は「人々の11活状態が良好であるあ(ず られるが、その ―

こと_で ある このような人々の生活状態が良いことや 一人一人の

ライフを支えているのは「ド民社会とともに発展 してきた商品経済で

ある。この商品経済の仕組みを最初りに原理的に解明したアダム・ス

主著『国富論』(1776)に先立つ『グラスゴウ大ミス(1723～ 1790)は 、

学講義』(1762～ 1764)の 中で、当時のオランダ人の例をあげて、

「商業(commerce:取 引交換)Jの導入が「正直」や「時間厳守」という徳

性をもたらすといっている.こ こで、スミスは、フェア・ブレイlfair

play)と しての経済活動によってこそ、人々の生命 。自由・幸福の

追求は保証されるのだといっているのであるでスミスは、なにをや

ってもよいというような「自由放任主義Jを 唱えた訳ではないのであ

る。相手を編 しながら儲けるのではなく、お互いの間の誠実な経済

取引を通 じての信用の形成によって相互に支え合うことが重要なの

である。

皿.た しかに、商品経済の ドでの等価交換の法則の貰徹によって資

本主義経済はうまく運行していくように見えるが、しかし、それに

よって見過される、社会的Jl義 にも関わる 一人 ‐人の生存権への脅

成が存在 しているのも事実である バブルの宴の崩壊の現在、資本

主義的経済をスミス的なフェア フレイの精神でコン トロールして

いく必要があるのではないか
`

Ⅳ そして、我々の最低1根の言忍識として、人間も自然の 一部である

という「人間的自然」(human nature)の 自党に立脚 して、合理的利

益追求の主体 としての「経済人J(homo ecOnomicus)の  面性 を批

判的になてい くことが、現在、必須である 経済学の節度・
1製 界を

lL握 しなから、経済学という学Flを 探究 していくことが重要なので

ある=こ のような考え方に立ってみると、市場経済と国家経済を媒

介している「社会経済」(sodtt ecOnoln,と いう考え方が重視 されるで

あろう。そ して「社会福祉J(sociJ welf・ are)に ついても、以下のこ

とを考えることが大U」 であろう.即 ち、社会福祉が経済の足枷とな

ってしまうものなのか、とれとも経済を支えるものなのか、又、経済が

任1れ てからの福祉なのか、経済が任1れ る前の福祉なのかという問題

である.いずれにせよ、我々の社会は協力して共同で支え合う必要

があり、その場合に、経済学の創立者、アダム・スミスがいったフェ

ア・プレイの精神 lvirtue Of tair play)が 出発点となるのである

2001125 平成13年度幹事会風景……アイビーホール青学会館にて
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経済学部同窓会会員は今……
、力をいれていること」
(1963.3 経済学科卒 久武・榎本ゼミ 奈良県在住 )
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モニターたして、この分りrυ )'JI請、1ま 中学 十にから ギ々|め るべき

と送lllし ました 」 19‖ Jl‖ ‖iり |lυ ),iの ‖判ごk′「ルttυ )111高 tit´1lL
た パ イトをしている4t,上 と1護 li命 した 'プ リ

1黒 去の力|1市 はヽ
'台

と|〒 1( Ⅲll交

1代 に教えるべきだ の|'」 容に
'」

を11ま した ヽ ||よ り委嘱の「中小
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′ソ′lll‖ i炎 :tl t5午 日の だ新を迎えます ||IJ也 ノブ労lll委 ;t会 υ)|あ っせ

ん |‖川度も,11サ ‖してll速 な労lfll‖ ‖り」糸分1l υ)角イ決elり [llに 全プリを
'、
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1つ 日は、い たと11「 学の分り″ )1lt索 です 飛Jじ 1代 (61紀 なから71+己

IⅢ
「11ま こ)、 こυ)1'代に1;人 υ)女 111が  υ)リ ーダーとして,1ゴ rし ました J「

「ノてil lll徳 太 l′ を1す |」女として|ご |ヾ

'12H十
の‖JI,L 17条 よツtυ )発 niな と治

itを /r・ げた 1 斉り|ソ(il .済 救1[の ため筑紫の朝イ「|:千 に「Zl)|ル 1仙‖され

た1 持統ノ(il iりこの ソく武人 |!が 11纂 を ll々イ|し た1ヽ |サ ill約 l Liti t令 (lfノ、判|

11ヽ を11‖市、1‖ llノ、身 t lLを 徹りヽするたν)tl ilイ)'υ )うし行、 Fi υ)人
′
fF t令

のりlt礎 とな1)ま した 1 持統の峠坊〔宮i勁て  /,過 ぎ〔唖1(る らし||た への

人「 したリノ(の 喬,t山 Jを ′しヽで111,き しています なわりl‖ 喬小1に 万舅t文

化11が オーフンし好
`‖

iで す

IFζl笙F鯉絆蜂rJ
II(り 返るとイitt ilの 11‖t,11」llJは 庁ltし く、ニク

リンションク、オイルシリ ァクの影響により指

定 llを り|か れ、会社 i方 〃」も
‖
li「 1ブ、いというlfFし

tヽ jtt tヽ をしたことを11夕 1に 1占 ttヽ |||し ます

り1在σ)14tJ党 を見れば、り|イ F今イには3011向 打と卜1

様lt職活rllJが り:常 に厳 しtヽ 状況にあり、11職活
lll」 の後■達には同情せきるをえません 小′

liの

場谷、運良く大銀行にlt職 出来ましたが、|11く

も第二の職場を探す 寺月lに なり再びこのような

廻り合わせになるとは思いもよりませんでした

人社以来銀行業務全般と証券業務全般 (従 来の銀行業務から時代の先端

を行く、ファンド運営、株式公開丈ly4コ ンサルティング、投資イ:―i言 [リズ売半

lm等 の各分」F)を 略
｀
F々 11｀ Чしたのですが、この様なものは非常に珍 しく、

銀行には貴重な経験を積ませてり!い たと本心ざどんでいる次第です
=

しかし皆様もご承知|の通り、銀行 ;ミ は只でさえ負/・Iが 高いのに11:今 の

騒々しい状,'こ にストレスは非常に溜っており、発散には特に注ノJせ ぎる

を得ない状況に陥って居ます。只、発散するために先ずは、宇宙のブラ

ックホールと同様、ull収 してからブラズマを出すことが肝心と、何事も

忘れて集中できる趣味を出来るだけ多く持つことが最高の気分転換にな

ると気付き、スポーツ以外に人体観測や講演会参加、占典音楽鑑賞 (オ

ペラコンサー トや研究会の開催、ピアノ、雅楽)、
バラの栽培等妻の趣味

を通じた友人達と話 し合うことを楽しみに、いろいろなものに染まるこ

とに致 しました。

余談ですが、成果の一つとして披露申し 11げ ると国立大文台がハワイ

のマウナケア山項に設置した置界 の赤外線望遠鏡「すばるJの 名付け

親の一人となりました。

自分が成長を続けるためには、様々な角度から全てを吸収 し強烈な発

散を行うブラックホールの様でありたいと願っています。

1厨翼覇:1聾鮮塩r・例。.
十11′ I:「完人 たヽ 経済十:占

|`を 卒業してから Iltヽ もの で33fi l‖ 力ヽ 邑ぎよう

としていますが、学′i lrtは 野球が iiで 勉強が従と,iう 1ソ(態 でした

1/、 は部内の｀
111+無 7校 (」 文 i`L)′うヽら 4く 十:「先に人′

ilし たとtヽ うよりも

入れて J!い た だとIJ)で わ 1)ま す

イ悧 141イ 1に 入学 そυ)Щの11」 kり rJt部 は J〔 Fb大 学りrllt迎 鼎の2部 リーグ
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JJ II係 ご′ヽ ′―11あ ,た ヒlι t tヽ ますが、 りく変‖[肖 |

)な 選「 てしたか、古ki峠 ‖∴lfか 」t`ソリ|ま ltく Jkl｀1し て

'tっ

て111い たと|よ

‖り|し てお ()ま す

3イ li′ iの いにレギ |ラ ーを|り liい されなから、1イ
:‖

1を ケカでシーズンを

iイ にヽ11:る 糸|I Чtと なり、  17「 ′
1と 同じ′

li'1を し、 lFし て、女人が111(ま し―

ケガのわ|`ヽ でりr球 に
'1す

る考えノブ、1子 来についてみえる|1川 がイ∫り、 |

与,|ニ ヒ )て |ま 大変 rf意 義な]イ 用でした

4イ i′ 1の |十 1ま 、111こ をとえ りF球 は大学でやめ、it41を 考えて、春のシ

ーズンう型えること十二な |〕 ました

'J族

の無いイドυ)シ ースレ|ま 山i いように11つ ことが|1来 、レギュラー

ホジシリンを11く ることが出 1(、 21J`[慢 」イナすることも111(ま した

IJ Iに  般11職 を考えていましたが J〔 芝でおli秀 いを受けて、今現在迄

わ tl活 にな ¬́ている次第です

こオしからも TIデト院大学:を 受 し、「史式りF球部を受 したtヽ と
'と

|っ

`お
り、

11来 るた 十芝11し たいと1思 っております

鵬埠1■:夢雲ξ也景羅僣………
第11'1と して ∵山■に′ヒ太Iを ′

`来

し、今11が

「
|■ 5()`1に なります

50イ Fを llヨ〕返ると、 1■γ:ラ イフは、 口、にとり、

まっしぐらに軍国 i:義 の道を突っ′Lり 、lrk争 に

呑みこまれ、あげくはH女 戦という悲劇の ll後 の ~

入学から、ウLの りとえない時代の611出 lで した

それでも社会人の原点として、楽 しく、中か

なものとして、今でも「l学‖1代 は心に染放込ん

でいます 心の故郷
`で

す

ただ、こんな感慨に
=、

けられるようになったのは、歳を置ね 改めて

|.1分 の来し力をi疑 締 しノスタルジアにかられてのことと思います

振り返り、 iキ 学の恵みを思うとき まず 番には神に近づいたことで

す 在学中は神のことなど全くlll心 がありませんでしたが、信仰教育も

J‖ 練も受けず、70歳 近くになり背中をそっと押されるように、青学|11身

の牧Fllか ら洗ネしを授けられました.な んで受洗したのか確かなことは分

りません。

ただ、611間 キリスト教の霧の中を歩いていたら党えずして体が霧で湿

っていたのかも知れません。その事により、力んでrLき てきた私の肩か

らすっと力が抜け、反省をこめ、これからの生きるべき道がほんのりと

分ったようです。

また、私のいたらないところをカバーし続けてくれている伴ftuを 得た

ことです。故大木金次郎院長のご媒酌によるものです。

その先生から卒業のとき、「鶏LJと なるも、午後となるなかれ」とのお

言葉を頂き、不安定な時代のためだったのか、 ‐人旅で自己責任を負いな

がら社会へと飛び出しました。それ以来、卒業後サラリーマンになること

なく、盛衰と転業を重ねながら生涯青春を心掛け、ビジョン、ベンチャ

ー、ビクトリーの「3VJの道をよろけながら、今を走りつづけています。
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ますます元気、今を生きる !

本イF9'123H(秋 分の日)第 9回 となります

「青山学院大学同窓祭」力
'Frl催

されます,こ の同

窓祭は校友の皆様方相互の交流を深くし、青山

学院の発展に寄与することを目的とし卒業生の

運背によるものです。若輩の私が今回副実行委

員長という高いところを‖1当 させていただくこ

とになり、緊張と不安でいっぱいであります

lT本実行委員長をはじめ、各‖1｀1委 ιlの 皆様と

ともに努′Jし 楽しんで活fJJし ていきたいと思っ

ております 今のI,1若ではまだ決まっていない

事が多くあ|)ま すが、今liIの 日 にの つに
~チ

ャン`、,し コン十一 卜_の |;‖

催を 1'定 しています これは、第111か ら数「l`jっ ていましたが、会ナ場の

問題等で見合わせておりました,ガ ウチャー記念礼|「
■,(青山キャン′ヽ

ス大学礼拝常跡地)も 完成し釧劇

"H‖

:す ることになりました オ
'レ

ガニ

スト、グリーンハーモニー、コールフロッシュ (コ ーラス)、 オーテスト

ラ (り玄楽合奏)に よるクラシック系のコンサー トになる 1定です 校友

― の皆様方がまだガウチャー記念ネLIF十 をご覧になっていないノ∫や、お友

達をお誘いの L素晴らしい演奏をおけ‖きいただければヽ
「 いでございます

経 ,斉 学部は昨 11メ インイベントを11・ 1さ せていただき大成功をおさめま

した。今回はまだIF当 が決まっておりませんが、皆様方のご協力とごl ll

解をお願い致します _

将来この「占山学院大学同窓祭」も幼稚園から大学までの校友による

オール青山祭 (llx称 )に 発展させたいという諸先輩方のご意/HLも あり、実

lyLさ れれば青山学院の中でも一人イベントとなります 青山ファミリー

の絆がますます深まるイベントとして実現 されることを望みます:最後

に、創設よりご苦労されている室伏幹事長より今「可投稿のご依頼をいた

だいた事に感謝するとともに、「経済
′
学:部 同窓会」の益々の発展をお祈り

申し_Lげ ます ,

1懸専鰐F墨轟
=百

瀧働………
卒業して40年。周囲にはリタイアして、悠々白適を決め込む友人も増

えるなかで、十いというか不幸というか、未だ現役を続行しています。過

去には想像もできなかった厳 しい金融機関を取り巻く環境の中、連日悪

戦苦闘している今[1こ の頃です=2年 前から、金沢経済同友会の副代表幹
~事 に就任、地域経済、地域社会の発展に、微力ながら尽くしております :

現在、最も力を入れていることは
Ⅲ
ふるさと教育"の推進であります。石

川県、金沢市という都市の歴史、伝統、文化を学ぶことによって、この

土地に住む喜び、誇りを、城外に発信 しようという試みであります 昨

年、ふるさと読本
Ⅲ
石川県ってこんなとこ を発刊したところ、当初 予

想をはるかに超える12,000冊 がすでに発売されております また、金沢市

内の高等学校のカリキュラムに、
Ⅲ
金沢学

¨
を導入する一方、-11社 会ノ、

向けに “金沢経済塾
¨

も開校 しております:こ うした活動に、今年 |ま 人

きな味方が加わりました。NHK大 河 ドラマ
¨
利家とまつ

¨
加賀百万百

物語です。唐沢寿明、松嶋菜々子をはじめとする豪華キャストの起用と

あって、視聴率は歴代2位 (1位は秀吉)を 記録、地元の期待1ま 高まる|ゴ かり

です。

さらに3月 からは、金沢城公園を会場に、来年1月 まで、IIl賀 百万石博

覧会が開催されます。復元なった菱格、五十間長屋、橋爪門続櫓 iま 、明

治以降の城郭建築では最大級のものであり、百年後の国宝と言われてお

ります。経済学部同窓会の皆様には、今年は、是非とも金沢にお越しい

ただくことを期待しております。前田利家金沢入城以来4∞年に及ぶ伝続

文化、伝統芸能、食文化は必ず満足いただけると思っております=今 後

は “ふるさと教育"を さらに発展させ、日本の歴史、文化、伝統を学ぶ

方向に進むことが、大切であると考えております。世界がグローバ′し化

するなかで、日本人としてのアイデンティティを発揮 しつつ、活躍する

唯―の方策であると確信しております。

7
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3031中田 宏 横浜市長誕生

3月 31日深夜、関内駅近くの中田宏横浜市長選挙事務所は異様な興奮の

渦に包まれた。現職との大接戦を制した中田宏兄 (1989.3経済学科卒。

経済学部同窓会常任幹事)が事務所に着くやいなや、共に汗し戦つた大

勢のポランティアの方々の心から自然に沸き上がる万歳 !万歳 け カダ !

ナカダ !の大合唱となつた。中田兄を応援した同窓会会員達も、今回の

選挙ばかりは絶対に落としてならないと必死に応援した甲斐が、実感と

して身の内から沸き上がるのを覚えた。4月 8日 31000人 が迎えた初登

庁で「期待に背くこと無くあらゆる努力をする。謙虚に勇気を持つて市

政運営をする」と力強く第一声。

4月 8日 3,000人もの市民や職員に迎えらねる

中田宏 横浜市長
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◆2001.11.30  第4回常任幹事会 10名
◆2001.12.5   平成13年度幹事会 56名

6:00pm～ 幹事会 青学会館ミル トス

学年幹事会、又は学年会議の開催推進方を確認。

6:50pm～ 講演会 青学会館ミル トス

講師 :本間照光 経済学部教授

「生命・幸福追求と社会保障」
乙40pm～懇親会 青学会館ナルド

◆2001.12.17   AOYAMA OIKOS NOMOS第 4号発送

◆200112.20  パソコン導入

●2002124
020022 4
02002.2.19

会計委員 藤吉邦通兄主宰の事務所

武蔵会計にハード設置。

E― mail開 設。

第3回役員会   8名
第5回常任幹事会 18名
AOYAMA OIKOS NOMOS第 5号原稿依頼

16名 宛て

lTの豆知識(2)

lTに関連して、コンピュータ業界で最近の話題や動向はどのようになつ

ているのでしょうか。代表的な雑誌「日経コンピュータ」に“情報技術の過

去と未来 -1980～ 90年 代の検証か ら最新 トレン ドを読む "

(2000.117)と いう記事があり、その年代の情報トレンドを作り上げた

主な出来事が掲載されていますので、それを紹介しましょう。『1982年 :

米インテル、マイクロプロセッサ「80286」 を発売。1984年 :パ ソコン

「lBMPCAT」 を発売。1985年 :メ インフレーム「3090」 を発売。1989
年:米国―タス・デベロップメント、グループウェア「□―タスノーツ」を発

売。スイスのCERN(欧州核物理学研究所)、「WWW」を開発。インターネ

ットの商用サービス開始。1990年 :lBM、 メインフレーム「システム/
390」 を発表。日本IBM、 パソコンOS「 DOS/V」 を発表。1992年 :米オラ

クリレ、リレーショナル・データベース「0!ac!eフ」を発売。1993年 :イ ンテ

ル、マイクロプロセッサ「PenJum」を発売。米マイクロソフト、パソコン

OS「Windows3 1」 を発売。米イリノイ大学、Webプラウザ「Mosaic」を

公開。日本でインターネットの商用サービスが開始。1994年 :マイクロ

ソフト、サーバOS「 WindowsNT3.5」 を発売。米ネットスケープ・コミュ

ニケーションズ、Webプラウザ「NetscapeNavigator」 を発売。1995
年 :マイクロソフト、パソコンOS「 Windows95」 を発売。米サン・マイク

ロシステムズ、「Java」 を公開。1998年 :イ ンターネットの利用者が世界

全体で1億人を突破。オープン・ソースのOS「Linx」 、企業利用が本格化。

1999年 :Nl~rド コモ、携帯電話のiモード・サービスを開始。日本でASP
(App‖ ca● onServiceprovider、 ネットワーク経由で業務アプリケーシ

ョンの機能を提供するベンダー)事業に参入するベングーが相次ぐ。』この

年譜をみてみると、大きな流れとして、lBM主導からウインテル(Wintei、

マイクロソフトのWindowsと lntelの合成語)に、そして、ネットワーク中

心の時代に技術革新が加速しています。

編 集 後 記
▲第1面の本間Hl光教授の講演要旨はテープ起こしと要約の労を石井

信之教授にお願いしました。
▲今回も “経済学部同窓会員は今………

Ⅲ
として北から南から多くの

方にお便り頂きました。今年、大学同窓祭でゴールデンジュビリー

を受けられる町田仇兄の
Ⅲ
生涯青春「3V」 の道を、今を、走り続け

ています"に感銘。
▲第5号編集長、門川光雄 (経 35)。 編集員、西尾隆司 (商37)、 清水

美子 (経 39)、 石井信之 (経 41)、 相川和宏 (商 44)、 松原優子 (経

46)、 本郷茂 (経 47)、 梅田澄子 (経 48)、 儀部守孝 (経 53)、 相原一

浩 (経 58)、 花岡雅夫 (経 H7)。

◆2002325

◆20024 4
◆2002416
●2002423
◆2002.515

◆2002.5.17

◆2002.6.11

◆2002 6.22

平成14年卒業生 790名 (1・ 2部合計)

に入会勧誘状を配布
AOYAMA OIKOS NOMOS第 5号編集会議

役員会 8名
第6回常任幹事会 22名
AOYAMA OIKOS NOMOS 第5号発行

AOYAMA O:KOS NOMOS 第5号発送

第7回常任幹事会

第4回給会 (第 3年度年次総会)

講 演 会 1■ 45～ 17:15

講師 :勝部領樹氏

テーマ「日本の実力、表と裏」

総     `ヽ   17:20～ 18:00

以上、大学4号館 420教室

懇 親 会 18■ 5～20:00

アイビーホール青学会館

グ回一リー館 4F「 クリノン」

:Tの豆知識(3)

lT革命と題して、雑誌「日経コンピュータ」に携帯電話が導く“日本型lT

革命の1専来"(20017.30)の 記事があります。そのなかで、『ケータイが

導く業務革新、誰でも手軽に扱える携帯電話が、情報システムの端末とし

て進化し、企業や個人の活動を大きく変え始めてきた。メールやWebの活

用にとどまらず、基幹系システムに直接アクセスしたりできる。iモード携

帯電話で注文、座席予約、自販機の在庫データを自動的に収集するなどで

きる。進化する携帯電話、豊富な機能が業務利用をカロ速、ビデオ・カメラ

(携 帯電話を使 つていつでもテレビ会議を行 うことができる )、

GPS(GlobalPosttioningSyatem、 携帯電話所有者の居場所に応じた情

報を提供できる)、 音声文字入力(長い文字列などデータの入力時にボタン

操作の手間を軽減できる)、 暗号技術(第三者による携帯電話の送受信デー

タの盗聴、改ざんを防ぐことができる)、決済サービス(消費者向け電子商

取引の活性化を図ることができる)、 指紋認識(第三者による携帯電話の不

正利用法を防ぐことができる)。 』が挙げられています。実社会ですでに実

現化しているものもあります。これからさらに進むIT革命に備えて、コン

ピュータ関連に携わるlTエンジエアに求められているスキルは、大きく分

けて、lTス キル(八―ド、OS、 ネットワークのほか様々な情報技術に関す

る知識)、 コミュニケーション・スキル(対人、対組織関連の能力、人を説得

し、まとめ上げる)、 業務スキル(業務や業種の知識、業務プロセスに関する

ノウハウ)で す。日頃から、努力して身に付けていきたいところで ,。

(本郷茂教授による、この“

「

の豆知識(2)、 (3)"は前号(2001.11.16)
の(1)と同時に執筆されたものですが、紙面の都合で連載に致しました)
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